
(1) 7時30分～16時00分
762円～762円

パート労働者 不問 03030- 4037881

(1) 6時00分～12時00分
780円～780円 (2)12時00分～18時00分

(3)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 4038281

(1) 9時00分～17時00分
800円～800円

パート労働者 不問 04010-76263481

900円～1,150円

パート労働者 不問 10020-20598581
交替制あり
(1) 6時00分～ 9時00分

780円～800円 (2) 9時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 4027581
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4030081
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

780円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4031381

(1) 9時30分～16時00分
880円～900円

パート労働者 不問 03030- 4017681

(1)10時00分～16時30分
880円～900円

パート労働者 不問 03030- 4018981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分
860円～980円

パート労働者 59歳以下 35020-14132581
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

958円～958円

パート労働者 不問 03010-27317181
交替制あり
(1) 7時00分～12時00分

762円～762円 (2) 8時00分～13時00分

パート労働者 不問 03010-27416681
交替制あり
(1) 5時00分～ 9時30分

900円～900円 (2)10時00分～14時30分

パート労働者 不問 03020- 2294281

762円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4016381

(1)10時00分～18時00分
780円～830円

パート労働者 不問 02010-21280581
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

762円～800円

パート労働者 不問 03030- 3993981
変形（１年単位）
(1) 8時30分～16時30分

770円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3997881

(1) 8時00分～12時00分
762円～850円 (2)12時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 4007081

1

調理補助及びホール係

2人

喫茶コーナーで提供する料理の準備補助や片付け
及びホールでの接客（注文取り、料理や飲み物の
配ぜん）をしていただきます。状況により洋服・
小物等の接客の手伝いをしていただく場合があり
ます。

岩手県宮古市保久田３－
８

有限会社　鈴屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員（８：３０～）

1人

一般的事務処理及び工場運営に係る庶務を行って
いただきます。書類作成、管理、経理補助、電話
応対及び工場運営に係る庶務、資材・生産管理に
係る事務処理などの業務となります。

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

プラスチック成形品の検査

2人

電子部品用のプラスチック成形品の検査業務とな
ります。製品によって目視、拡大鏡、顕微鏡それ
ぞれの検査方法で製品検査を行っていただきま
す。安定した品質を供給していただく慎重な作業
となりますが、分かりやすく丁寧に指導いたしま

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

縫製工（宮古市）

1人

《請負業務》
・紳士服のお直し（すそ上げ、ウエスト詰等）
・縫製室の清掃

※ミシン掛けや針仕事など細かい作業となりま

青森県青森市大野若宮１
００－６２

有限会社　グリー
ン富士

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

エステティシャン

1人

脱毛、フェイシャルケア、エステ等の業務に従事
していただきます。その他、予約受付や電話対
応、会計、店舗内掃除等も行っていただきます。
土・日・祝日勤務できる方を希望します。

岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

調理および清掃

1人

・５０名収容の寮の賄い業務および清掃業務。
・調理の準備や食材の洗浄、下ごしらえ、簡単な
調理や盛り　付け業務など。
・食器や什器の洗浄業務。
・食堂、厨房内の清掃業務。

岩手県釜石市桜木町１丁
目６番４１号

株式会社　ニッコ
クトラスト　東日
本支社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（宮古西町店）

1人

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り等


岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

デイサービスの介護員（八
木沢）「介護」

1人

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴介助
・給食・食事介助
・レクリエーションの企画・実行等

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～18時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

フラワーコーディネート／
宮古

2人

　　　　　　　　　　≪急募！！≫
○典礼会館にてお葬儀で使用するフラワーの作成
や会場の　　コーディネート、祭壇の装飾、管
理、配送等を行って頂き　ます。
＊初めは皆、知識ゼロからスタートしたスタッフ

山口県下関市王喜本町６
丁目４番５０号

株式会社　トレー
ダー愛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務・データ入力・電
話交換事務／総務課

1人

当税務署の総務課において、電話交換及び書類整
理を中心とした事務を担当していただきます。主
な担当業務は、問合せ内容に応じた各課・部門へ
の電話の取次ぎ、郵便物等の受付処理及び各課・
部門への回付となります。

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

高校卒業程度の知識を
有する方

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

一般事務・データ入力事務
／個人課税部門

1人

当税務署の個人課税部門において、税金の申告及
び納付関係を中心とした事務を担当していただき
ます。主な担当業務は、各種書類整理等の一般事
務、申告書等のデータ入力となります。

岩手県宮古市小山田一丁
目１－１　宮古合同庁舎

宮古税務署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

高校卒業程度の知識を
有する方

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

技術部アシスタント事務

1人

技術部（開発本部）に所属し、金型製作、成形品
試作の工程管理のサポート事務を行います。
・社内ＰＣシステムへのデータ入力
・データ整理、データの分析等の業務
・電話対応等

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～17時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

ＰＣ操作（エクセル・
ワード・Ｅメール）ので

きる方

一般作業員

2人

主に現場での補助作業がメインとなります。

＊作業用の資材・工具等の運搬および手元
＊現場・鉄工所内清掃
＊現場は宮古市内および近郊

岩手県宮古市向町２－２
１

榊鉄工所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員／セブンイレブン山
田中央店　＜急募＞

3人

セブンイレブン山田中央店において、店内販売
（接客・レジ業務）、商品陳列、商品補充・発
注、フード調理、店内外清掃などを行います。ア
ルバイトや副業希望の方も歓迎します。初めての
方でも丁寧に指導いたします。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５一６

株式会社　びはん
センター

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

パート／店舗スタッフ／宮
古店／３０１６／急募

1人

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電な
ど）
　＊店内の各売り場でのレジ会計

群馬県高崎市栄町１番１
号

株式会社　ヤマダ
電機

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～21時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

清掃及び簡単な修理作業
［宮古市］

2人

・病院の病室のベット脇にあるテレビ・冷蔵庫付
の木製キャ　ビネット（床頭台）の清掃及び簡単
な修理作業
　（誰にでもできます）


宮城県仙台市若林区伊在
字白山前３６－２

株式会社　パース
ジャパン　東北営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

販売員

10人

コンビニエンスストアのスタッフ
○レジでのお会計・接客
○商品の品出し・陳列・検品
○揚げ物等の簡単な調理・販売
○店舗内外の清掃・ゴミの片付け

岩手県宮古市田老３丁目
３番

ファミリーマート
宮古田老三丁目店

雇用期間の定めなし

又は22時00分～ 8時00分
の間の8時間

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

めん類の製造

1人

釜場でのめん類とスープの製造を行います。
・製麺しためんの釜ゆで、スープの湯熱殺菌。
・麺とスープの計量、袋詰め、具材のセット、
パック詰め、　ラベル貼り。
・その他、器具の洗浄や清掃などを行います。

岩手県宮古市舘合町５－
２

有限会社　小笠原
製麺所

雇用期間の定めなし

又は 7時30分～16時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

     （11月9日時点の内容です）

　　１１月５日　から　１１月９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月２２日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

時間額 就業時間
所在地

就業場所

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参くだ

さい。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがありま フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参くだ

さい。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがありま パートタイム 

平成３０年１１月１５日発


